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経常利益

川崎正蔵が東京築地に
川崎築地造船所を創業

1891年当時の造船所 1930年当時の葺合工場

1949年当時の知多工場

初代社長 西山弥太郎

調印する
NKKの下垣内洋一社長（右）と
川崎製鉄の江本寛治社長（左）

千葉製鉄所第1高炉

水島製鉄所第1高炉火入れ式

建設直後の扇島（手前）

京浜製鉄所全景

1966年当時の福山製鉄所全景

高炉への火入れの様子

1940年当時の工場全景

㈱川崎造船所を設立
（のち川崎重工業㈱と改称）

神戸市に
葺合工場を開設　

川崎重工 川崎重工

浅野造船所

川崎製鉄

日本鋼管（NKK）

1878.4

鶴見製鉄造船㈱
（旧㈱浅野造船所）を合併

1940.10

福山製鉄所開設
1965.2

京浜製鉄所を開設
（川崎・鶴見・水江の3製鉄所を統合）

1968.4

京浜製鉄所にて
扇島建設に着工

1971.12

㈱横浜造船所を設立
（のち㈱浅野造船所と改称）

1916.4

最初の高炉に火入れし、
銑鋼一貫体制を確立

1936.6

1896.10

1917.5
愛知県に
知多工場を開設

1943.8

川崎重工業㈱の
製鉄部門を分離・独立
川崎製鉄㈱設立

1950.8

戦後わが国初の
近代的銑鋼一貫製鉄所となる
千葉製鉄所を開設

1951.2

製鉄所間協力の検討開始

2000.4

NKKと川崎製鉄の
経営統合を発表

2001.4

経営統合に関する基本合意書締結
グループ名称「JFE」を発表

2001.12

LSI事業部を分社

2001.7

NKKと日立造船㈱の造船事業を
統合しユニバーサル造船㈱を設立

2002.10

川鉄商事㈱とエヌケーケートレーディング(株)
の統合・再編によりJFE商事グループが誕生

JFE商事㈱が事業会社に（予定）

2004.10

アイ・エイチ・アイ マリンユナイテッド㈱と
経営統合（予定）

2012.10

㈱メガチップスへ事業譲渡（予定）

ユニバーサル造船㈱が
JFEグループの事業会社に

2008.4

2002.9
岡山県倉敷市に
水島製鉄所開設

1961.7

2012.10

グループの名称
「J」は日本(Japan)､｢F｣は鉄鋼(鉄の元素記号Fe)、

｢E｣はエンジニアリング（Engineering）を意味し、

鉄鋼とエンジニアリングをコア事業とした「日本を代表する未来志向の企業グループ」

（Japan Future Enterprise）であることを表しています。

ユニバーサル造船㈱

JFE商事㈱ 商事㈱

JFEスチール㈱に吸収合併2011.4

日本鋼管㈱を
設立

1912.6

初代社長
白石元治郎
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JFEグループの歩み

JFEグループ
第1次中期経営計画発表

2003.1

2003.4



日本初・累計出銑量4億トンを達成
JFEスチール西日本製鉄所（福山地区）では、2012年5月8日、累計出
銑量が4億トンに達しました。1966年8月に広島県福山地区で第1高炉
が稼動してから45年9ヵ月での達成で、国内の単一事業所としては初
めてです。
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常に世界最高の技術をもって
社会に貢献します

高い品質を支える技術力
巨大な高炉をわずか数名のオペレーターでコントロールし、高い品質の
鉄を生み出しています。これからも、革新的な技術開発に取り組み、大
幅なコスト削減につながるプロセス技術の開発や、JFEブランドを支え
る共通基盤技術の開発に注力します。

写真 ： JFEスチール東日本製鉄所（京浜地区）京浜第2高炉管理室
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パートナーとともに、
海外事業戦略を積極的に推進
広州JFE鋼板では、2012年4月、No.2溶融亜鉛メッキ鋼板製造設備
が稼動し、冷間圧延、連続焼鈍設備と二基の溶融亜鉛メッキ鋼板製造設
備を備えた生産体制が整いました。
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原子力発電所を津波から守る
鋼製防波壁
JFEエンジニアリングは、中部電力浜岡原子力発電所の津波対策とし
て、これまでに例のない鋼製防波壁の設計・施工計画検討を行い、全量
（109基）の鋼殻を製作中です。壁の主要部分を工場製作とすること
で工期短縮を図り、2012年末には海抜18mの防波壁が、1.6kmに
わたり設置される予定です。2012年3月には製作所内で鋼殻が報道
陣に公開されました。

防波壁（総延長約1.6km）

1号機
2号機

3号機 4号機
5号機

砂丘堤防

新
野
川
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15分間の空中マジック
交通量の多い国道246号を跨ぐ圏央道下依知高架橋。JFEエンジニア
リングは、国道をわずか15分通行止めした間に、大ブロック架設を完了
しました。橋梁建設のリーディングカンパニーとして培ってきた技術力
が高い注目を集めました。
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省エネ技術を駆使し、
地球環境問題へ積極的に取り組む

ユニバーサル造船は、大型ばら積み船で推進性能の向上やハイブリッド
発電システムの搭載などにより、GHG（温室効果ガス）の排出を大幅
に削減する船を開発しました。また、油漏洩リスクの排除も徹底するこ
とで、地球環境問題に積極的に取り組んでいます。
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多様な人材が活躍する
働きがいのある職場づくりに向けて

JFEグループでは、性別や国籍にかかわらず社員一人ひとりの多様な価
値観を尊重し、働きがいのある職場づくりを進めています。両立支援制
度や福利厚生の充実に加え、JFEスチールでは「ダイバーシティ推進
室」を設置し、さらなる活動推進に向けて取り組んでいます。
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 CEO Message

すべての
ステークホルダーの
皆様へ JFEホールディングス株式会社

代表取締役社長（CEO）

馬田　一

CEOメッセージ

厳しい経営環境のもと、JFEグループでは、コス

ト削減をはじめとした様々な取り組みを進めて収益

改善に努めるとともに、次なる成長に向けた布石

を打ってまいりました。また、東日本大震災の復興

にも、グループをあげて協力してまいりました。

本年、JFEグループは創立10周年を迎えます。こ

れからの成長と更なる飛躍に向けて、10年先の長

期ビジョンを見据えながら、今後3年間の事業運営

の指針となる第4次中期経営計画を策定いたしまし

た。本計画では、JFE創設の原点に立ち帰り、国内

収益基盤の更なる強化と革新的な技術開発・画期

的な新商品開発を推進し、持続的な成長のための

企業体質の確立に取り組みます。

また、中長期的に高い成長が期待される新興国

に経営資源を集中投入し、世界市場を舞台に新た

な成長を目指してまいります。

我々を取り巻く事業環境は想像を超えるスピード

で変化しつつあります。グループ社員一同、自らを

変革し、新しい時代に適合した企業集団にJFEグ

ループを造り変えていくという強い意志をもって、

次なるステージヘの一歩を踏み出したいと思いま

す。また、社会との信頼関係の基本である、コンプ

ライアンスの徹底、環境課題への取り組み、安全

の確立についても、グループをあげて真摯な努力

を継続し、企業としての持続的成長を図り、すべて

のステークホルダーの皆様にとっての企業価値最

大化に努めてまいります。

2011年度は、東日本大震災やタイの洪水等の自

然災害の影響に加え、海外経済の減速や円高の影

響等により厳しい経営環境が続きました。JFEグ

ループでは、収益改善への取り組みを強化すると

ともに、海外営業拠点の更なる拡充等による海外

需要の取り込みや、震災からの復興に向けた社会

的ニーズヘの対応に注力してまいりました。しかし

ながら、当期のグループ業績は前期に比べて悪化

し、連結経常利益は確保したものの、特別損失の

計上もあり、連結当期純損失となりました。
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■鉄鋼事業のコスト削減額推移（JFEスチール発足以降）

第1次
中期経営計画
平均490億円

第2次
中期経営計画
平均520億円

第3次
中期経営計画
平均800億円

2011年度を振り返って

2011年度の主な取り組み JFEグループ創立10周年。 
節目の年を迎えるにあたって

すべての
ステークホルダーの
皆様へ

主な取り組み
［事業再編に関する決定］
（1）�JFE商事のJFEホールディングス直接傘下会

社化
（2）�ユニバーサル造船のアイ・エイチ・アイ�マリ
ンユナイテッド（略称：IHIMU）との経営統合

（3）�川崎マイクロエレクトロニクスの株式譲渡
（4）�JFEスチールグループ電炉事業の統合

〉〉��詳細は、P21-24の「特集1 JFEグループの
事業再編」をご覧ください。

［海外事業展開の推進］
（1）JSWスチール社との戦略的提携の拡大
出資比率を15%まで引き上げ、持分法適用会
社に

（2）�ベトナムでの一貫製鉄所建設に関する事業
性検証の開始

（3）�海外拠点の拡充

［震災復興への取り組み］
（1）宮城県での震災廃棄物処理
宮城県下の震災廃棄物の5割をJFEエンジニ
アリングが処理

（2）電力需給逼迫への対応
節電の取り組みに加え、製鉄所の発電設備を
フル稼動して電力供給
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制を構築します。また、JFE商事と連携を強化して

効率化を進め、国内流通網におけるコスト削減を

図ります。海外事業については、従来の輸出主導

型から、輸出と海外現地生産の両輪戦略への転換

を図り、海外現地生産拠点の拡充を積極的に推進

します。また、ベトナムー貫製鉄所プロジェクトに

ついて、本格的な事業性検証を実施します。原料

購買においては、自社原料比率の着実な向上

（30%目標）を目指すとともに、生産変動に対してタ

イムリーに購買量調節を可能とする対応策を構築

していきます。

エンジニアリング事業　環境・エネルギー分野を
中心に堅固な経営基盤を確立し、この事業分野で

のリーディングカンパニーを目指します。

ごみ焼却炉、廃熱回収ボイラー、水処理プラント

等、得意な商品分野において、国内から欧州・アジ

アを中心とした各地拠点へ営業・技術の機能を大

幅にシフトし、各地域の特色に応じた戦略を推進

し、海外事業を拡大します。

また、バラスト水処理、サイクルツリーおよび地

熱発電等の再生可能エネルギー分野の新商品の

受注拡大を目指すとともに、環境事業を中心とした

M&Aを積極的に活用していきます。

造船事業

IHIMUとの経営統合（2012年10月予定）によるシ

ナジー効果の早期発現により、韓国・中国大手造船

会社と競える総合力業界トップの地位確立を目指し

ます。

開発力を強化し、商品ラインナップの拡充と新商

品開発のスピードアップを図るとともに、造船所ご

との船種集約による生産性の向上、資機材調達力

の拡大などにより、徹底したコスト削減を行ないま

す。また、燃費性能で世界No.1の次世代環境対応

船の開発に注力していきます。

鉄鋼事業　「世界有数のグローバル鉄鋼
サプライヤーとして広く認知され、世の中

に誇れる会社」を目指します。高級鋼に加え、新興

国での需要の増加が見込まれる分野を技術協力や

アライアンス等の多面的な施策によって取り込むと

ともに、商品力を更に強化します。事業規模として

は、5年後に4,000万トンヘの拡大を目指し、将来

的には5,000万トンヘの拡大を視野に入れます。

技術優位性を発揮し、お客様に選ばれる新商品

開発をすることで販売量の拡大を図るとともに、上

工程の徹底的なコスト競争力の向上や、生産性向

上により、需要動向に応じて柔軟性の高い生産体

第4次中期経営計画では、下記5つの施

策に取り組みます。

徹底的なコスト削減と、提携・M&A等を通じた事

業領域の拡大・競争力強化を図り、国内での盤石

の収益基盤を再構築します。また、技術の優位性

による企業価値の拡大を目指して、10年先を見据

えた革新的な技術開発に取り組みます。お客様の

ニーズを早期かつ的確に掴んだ画期的な新商品を

スピーディーに開発し、大幅なコスト削減につなが

るプロセス技術やJFEブランドを支える共通基盤技

術の開発に注力します。

グループ事業戦略を着実に推進するために積極

的な投資を継続し、グローバルマーケットでのプレ

ゼンスの拡大のため、海外投資比率を引き上げる

とともに、海外拠点を拡充します。また、JFE商事の

ネットワークとの相乗効果を最大限に発揮すること

により、成長するグローバルマーケットに深く入り

込み、現地のお客様のニーズにあった商品・サー

ビスを提供していきます。

グループの成長を目指した投資を遂行

しながらも、国際格付A格に求められる財

務体質の実現に向け、収益とキャッシュ・フローの

改善を進めていきます。

また、株主還元については最重要課題の一つと

位置付け、配当性向25%を継続していきます。

Q1

Q3

第4次中期経営計画を発表されましたが、
その概要について教えてください。

財務面や株主還元についてはどのように取り組みますか。

A3

A1

Q2
A2

各事業ではどのような施策を進めるのですか。

JFEグループ共通施策
（1）国内収益基盤の再構築
（2）技術優位性による企業価値拡大
（3）積極的な投資の継続
（4） グローバルマーケットでのプレゼンスの拡大
（5）持続的な成長のための企業体質確立
①CSRの推進とコーポレートガバナンス
②環境経営の徹底
③�グローバル人材の確保と育成�
～ダイバーシティの推進～
④財務体質の強化と株主還元

鉄鋼事業の具体的施策
（1） お客様に選ばれる商品拡販に向けた販売戦

略・商品戦略
（2） 世界をリードする技術の高度化とコスト競争

力強化
（3）海外事業戦略の積極的な推進
（4）競争力ある原料購買戦略の実行

エンジニアリング事業の具体的施策
（1）海外事業の拡大
【海外受注比率（2014年度計画）】
10%以上（2011年度実績は5%）

（2）新商品の創出と早期市場投入
【新商品受注比率（2014年度計画）】
8%（2011年度実績の2%から4倍増）

造船事業の具体的施策
（1）IHIMUとの統合シナジーの早期発現
（2）商品ラインナップの拡充と生産性の向上
（3）次世代環境対応船の開発

◉最終年度（2014年度）目標
連結売上高 ...................................4兆円
ROS ...................................................10%

◉投資総額（2012～2014年度累計）
...............................................................1兆円
◉海外投資比率
..................................................... 50%程度

（前中期実績は25%）
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［特集1］ の事業再編

海外グループ会社を核とした国際的なネットワー
クを通じ、安全・安心・美味しさを備えた商品を、日
本をはじめ世界の人々にご提供することを使命と
し、豊かな食生活づくりに貢献できるように取り組
んでいます。

半導体デバイスから実装機器、産業用洗浄装置、
各種分析機器に至る特徴ある豊富なプロダクトを
グローバルに取り扱い、技術サポート力とシステム
提案力を備えたパートナーとして、取引先の皆様
から信頼される技術商社としての着実な歩みを続
けています。

JFE商事

川商フーズ JFE商事エレクトロニクス

2012年4月1日現在、JFEスチールの持分法適用会社であるJFE

商事について、JFEホールディングスの自己株式を活用した株式

交換により、2012年10月1日に完全子会社とする予定です。各事

業会社とJFE商事が緊密な連携を取り、協力分野を広げることに

よって、JFEグループの強みを最大限に発揮していきます。

完全子会社化の目的
①�JFE商事が持つマーケティング関連機
能のJFEグループ全体での活用
②�JFEグループの鉄鋼事業サプライ
チェーン全体の強化・効率化

JFE商事グループ各社の事業内容

2011年4月1日現在 2012年10月1日（予定）

事業再編

01
JFE商事をJFEホールディングスの直接傘下会社に
グローバル市場でのプレゼンスを高め、
グループ企業価値の向上を図る

日本の鉄鋼業の発展とともに
原料需要が増大する中、JFEグ
ループの中核商社として、競
争力のある資源の確保および
安定供給のため、原料の輸入
拡大を推進し、資源開発プロ
ジェクトにも積極的に参画し
ています。

原材料 安定供給と競争力のある資源を求めて

JFEスチールとの戦略同期化を
推進し、デリバリー等の実務か
らお客様への提案営業まで流
通機能を最大限に発揮してい
ます。また、在庫・物流機能を
併せ持った鋼材加工センター

を戦略的な販売拠点と位置付け、高付加価値品をお客
様の様々なニーズに合わせ販売しています。

国内鉄鋼 鉄のプロとして、お客様ニーズに対応

製鉄所建設当初から、その後の設備増強や安定操業の
ため、グループ向けを中心に資機材の販売を拡大して
きました。事業領域も国内に留まらず、海外でも資機
材の販売・調達活動を行なっています。

資機材 国内外の資機材から船舶までコーディネイト

化学品・燃料分野のビジネス
は、製鉄所のニーズと深く結
びついて拡大してきました。現
在、工業ガス類、石炭化学製
品、樹脂原料、石油製品まで
多彩な製品の輸出入および現
地取引を行なっています。

化学品・燃料 ネットワークを活かし新素材ビジネスを拡大

青島（青島川電）

プネ
（JFE SHOJI STEEL INDIA）

ティファナ
（JFE SHOJI STEEL DE MEXICO）

江陰（江蘇川電）

平湖（浙江川電）

東莞（東莞川電）

広州（広州川電）

バンコク
（CENTRAL METALS）

高雄（國級實業）

マニラ（JFE SHOJI STEEL PHILIPPINES）
ホーチミン（JFE SHOJI STEEL VIETNAM）

ラヨーン
（STEEL ALLIANCE 
SERVICE）

シンガポール（KAWARIN ENTERPRISE）

ジャカルタ（P.T. JFE SHOJI STEEL INDONESIA）

クアラルンプール（JFE SHOJI STEEL MALAYSIA）

SOUTHEAST ASIA

NORTH AMERICA

MEXICO

持続的な成長を
続けるために
JFEグループは、グローバル市場でのプレゼンスを高め、グルー
プ企業価値の向上を図るため、事業再編を進めています。今後、
経営資源の集中により、鉄鋼・エンジニアリングを中心とした事
業基盤の更なる強化に取り組みます。

世界のトップブランドとし
て 高 い 評 価 を 受 け る
GEISHAブランド

多くの皆様に愛される
NOZAKI’Sブランド

Ｊ
Ｆ
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ス
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Ｊ
Ｆ
Ｅ
条
鋼

事業統合
2012年4月

完全子会社化
2012年10月
（予定）

株式譲渡
（予定）

IHIMUと
経営統合
2012年10月
（予定）

JFEホールディングス

100％100％ 100％100％ 100％100％ 84.9％84.9％
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JFEホールディングス

100％100％ 100％100％100％100％
45.93%45.93%

IHI
45.93%
IHI

45.93%
日立造船
8.15%
日立造船
8.15%
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ス
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Ｊ
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ニ
ア
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ン
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ジ
ャ
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ン 

マ
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ユ
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Ｊ
Ｆ
Ｅ
商
事

海外での鉄鋼ビジネスはアジアを
重点拠点として、JFEスチールの鋼
材輸出を中心に展開し、各種プロ
ジェクトへの参加も行なっていま
す。世界15ヵ国30ヵ所の海外ネッ
トワークを活かした拡販を図ると
ともに、世界15 ヵ所に設立する鋼
材加工センターを核とした安定供
給により、顧客の多様化・高度化
するニーズに応えています。

海外鉄鋼 アジアから広がるグローバル戦略

22特集21 JFEグループ TODAY 2012



［特集1］ の事業再編

製品

グループの電炉会社であるJFE条鋼、ダイワスチール、東北スチール、豊平製鋼の4社が合併し、

新たにJFE条鋼株式会社が2012年4月1日に発足しました。新会社は、コストや品質の競争力強化

を図るとともにJFEスチールとの連携を強化して、収益力の向上を目指します。

JFEホールディングスとIHIは、それぞれが傘下に持つユニバーサル造船とアイ・エイチ・アイ マリンユナイテッド

（IHIMU）の経営統合について検討してきました。その結果、2012年1月にユニバーサル造船の株主である日立造船を

加えた5社が本経営統合に係る基本的事項について合意に至り、統合新会社「ジャパン マリンユナイテッド」が2012年

10月に発足する予定です。

本経営統合により、両社船種を併せることによる商品ラインナップの拡充、造船所ごとの船種集約による生産性の向

上、省エネ・環境対応技術の結集による新商品開発のスピードアップ、規模拡大によるロット対応力の強化、資機材調

達力の拡大、管理部門の統合による効率化等で、様々なシナジー効果の早期発現を目指します。

JFEホールディングスは、2012年4月20日、傘下の事業会社の川崎マイクロエレクトロニクスの

全株式をメガチップスに譲渡することについて、基本合意書を締結することを決議しました。

メガチップスは、アプリケーション上流部からの高い開発力をもとにLSIおよびシステム製品の

設計開発・販売を行なうファブレスLSIメーカーです。今後、川崎マイクロエレクトロニクスは、技

術および市場が相互補完的関係にある同社の傘下で、一層の開発体制強化と戦略的事業展開を

図っていきます。

ジャパン マリンユナイテッド株式会社の概要
本社所在地 東京都港区芝五丁目36番7号
代表者 三島 愼次郎（現ユニバーサル造船　代表取締役社長）
発足年月日 2012年10月1日（予定）
売上高 4,000億円規模
事業所 横浜、京浜、津、舞鶴、呉、因島、有明
海外拠点 オランダ、トルコ、シンガポール、ベトナム、中国、イギリス
主要組織 企画管理本部、艦船事業本部、商船事業本部、エンジ・ライフサイクル事業本部

株式会社メガチップスの概要
本社所在地 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目1番6号 アクロス新大阪
代表者 代表取締役社長 高田 明
設立 1990年 4月4日
資本金 48億円
売上高 353億円（2011年度）
主な事業 システムLSI、自社システムLSI を使った電子部品およびシステム製品の設計・開発・販売

本社所在地 東京都港区新橋五丁目11番3号
代表者 代表取締役社長　野村 寛
発足年月 2012年4月
資本金 450億円
売上高 1,685億円（2011年度）
 ※ 合併前4社の売上高（単体）の 

単純合計

事業内容 普通鋼鋼片・鋼材、
 特殊鋼鋼片・鋼材の製造
 および販売など

事業再編

04

事業再編

02
事業再編

03

JFEスチールグループ電炉事業の統合
国内トップの電炉メーカーへ

JFE条鋼株式会社の概要

造船事業統合
新会社 ジャパン マリンユナイテッドが
2012年10月に発足

川崎マイクロエレクトロニクスの
株式譲渡に関する基本合意書の締結

形鋼 平鋼 鉄筋コンクリート用棒鋼 ねじ用鉄筋他 棒鋼 線材

ユニバーサル造船 有明事業所 IHIMU 呉工場

水島製造所（倉敷市）
姫路製造所（姫路市）

豊平製造所（札幌市）

東部製造所（三郷市）

鹿島製造所（神栖市）

仙台製造所（仙台市）事業所ネットワーク
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［特集2］ の技術力・商品開発力

熱延コイルを連続的に成形・溶接した
電縫鋼管の溶接部品質を母材部と遜
色なくしたのが「マイティーシーム®」
です。研究所と製鉄所が一丸となり、
世界最高の製造技術・品質評価技術
を開発し、商品化を成し遂げました。
これからもお客様に愛され、社会に
貢献できる商品開発に取り組んで行
きたいと思います。

“Gシリーズ”は、営業、設計、研究所
の3者が一体となり、2年という短期間
にGHG削減25%を達成する船型を開
発することができました。非常に有効
なイノベーションモデルを創出するこ
とができ、今後の開発でも大きな成
果を残せるものと考えます。

今 回 の 連 続 受 注 は、「ハイパー Zシ
リーズ」の他社を凌駕する商品競争力
に加え、顧客ニーズを徹底分析した
技術提案が結実したものです。この
結果、当社は、2011年度に発注され
た全国の都市環境プラントの総処理量

（t/日）の約50%の受注を達成し、過去
最高の市場シェアとなりました。今後
もトップシェアを維持すべく、顧客
ニーズに応える技術の向上を継続的
に推進していきます。

JFEスチールは、ノルウェーの石油会社であるスタットオイ

ル社向けに、電縫鋼管「マイティーシーム®」3,500トンを受注

しました。本製品は北海、ノルウェー海のStjerne（ストジャ

ネ）フィールド、Hyme（ヒーム）フィールドで使用され、パイ

プラインの敷設にはリール工法が採用される予定です。

リール工法は、中規模のパイプライン敷設に適した敷設方

法ですが、鋼管に厳しい特性と高い品質が要求されるため、

従来は主に継目無鋼管や熱処理電縫鋼管しか対応できません

でした。当社の「マイティーシーム®」は、厳しい条件下で安定

した溶接部の品質と、強度、寸法精度などへの高い信頼性が

評価され、今回の受注に至りました。今後、ますます採用が増

えていくことが期待されます。

ユニバーサル造船は、 温室効果ガス（GHG）排出

25% 削減を実現した次世代大型バルクキャリア“Gシ

リーズ ”を開発し、2011 年 12月に初受注しました。

同船は載貨重量 209,000トンで、全長は 300mとなり

ます。主な特徴はハイブリッド過給機発電システムを含

む排熱回収技術、波の抵抗を軽減するLEADGE-Bow

（レッジ・バウ）、省エネデバイスの SSD・Surfbulb、海

のカーナビであるSea-Navi 等です。

この “Gシリーズ ” は、タンカーおよび他船型にも展開

しています。また、「2020 年度までにGHG50% 削減」と

いう更なる目標の達成に向け、今後とも研究・開発を

続けていきます。

JFEエンジニアリングは、2011年度、福岡、豊中伊丹

（大阪府）、高岡（富山県）、熊本の 4 地域において大型

都市環境プラントを連続受注しました。これらの施設は

都市廃棄物をエネルギーに変換する社会的に重要なプ

ラントです。国内トップクラスの発電効率と大幅な CO2

削減を実現した自社開発の高性能プラント「ハイパーZ

シリーズ」の最高水準の技術と優れた経済性が、お客

様から高い評価をいただき受注に繋がっています。

パイプを陸上で事前に溶接し、特殊な敷設船に巻き付ける工法。船上で
パイプを溶接しながら敷設する従来工法に比べ、低コストとされる。

温室効果ガス（GHG）排出25%削減を実現した
次世代大型バルクキャリア“Gシリーズ”

積極的な緑化で地域に親しまれる施設として建設される
都市環境プラント（熊本）

オンリーワン・ナンバーワンの
技術・製品を通じた
新たな価値を提供
JFEグループは、世界最高の技術をもって社会に貢献することを企業理念として、多種多様な製品
を送り出しています。社会や暮らしの発展に役立てる「JFEグループの最先端技術の結晶」を担当
スタッフの声を交えご紹介します。

スウェーデン

ノルウェー海

ノルウェー

オスロ

Hyme Field★

Stjerne Field★

デンマークイギリス
北海

フィンランド

ラインパイプ用電縫鋼管「マイティーシーム®」3,500トンを受注 
非熱処理電縫鋼管として世界で初めてリール工法に採用

次世代大型バルクキャリア“Gシリーズ”を受注 
温室効果ガス（GHG）排出25%削減を達成

全国で都市環境プラントを連続受注   
高性能プラント「ハイパー Zシリーズ」の最先端技術と優れた経済性が高評価を獲得

開 発 ス タ ッ フ の 声

開 発 ス タ ッ フ の 声

技 術 ス タ ッ フ の 声

V O I C E
V O I C E

V O I C E

船の進行方向パイプの敷設方向

JFE スチール
東日本製鉄所（京浜地区）
溶接管部 溶接管工場

鈴木 雅仁
ユニバーサル造船
技術研究所 流体研究室

増田 聖始

JFE エンジニアリング
都市環境本部 
環境プラント事業部
技術部 第二技術室

杉山 俊行

リール工法

使用環境の厳しい北海でのリール工法に採用

200km
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［特集2］ の技術力・商品開発力

「スマートグラウト™」は、鉄鉱石から鋼を作る工程で生じる副産物「スラグ」を活
用し建物を守る技術です。液状化現象で発生した、建物の基礎床と地面の間の空
洞部に充填することで、建物の劣化を防ぎます。 東日本大震災では、東北の沿岸部を

中心に15メートルを超える巨大津波
が襲来し、甚大な被害をもたらしま
した。「ハイブリッドケーソン防波堤」
は、鋼材とコンクリートの合成による
粘り強い防波堤です。大津波の高さ
と莫大なエネルギーをしっかりガー
ドします。

安全・安心な街づくりに
貢献するJFEの技術・製品

東日本大震災により、甚大な被害を受けられた被災者の皆様に謹んでお見舞い申し上げます。
安全・安心な街づくりをサポートする多種多様なJFEの技術・製品。
皆様の安全と一日も早い復興のために全力で支援しています。

液状化から建物劣化を防ぐ 
スラグによる地中空洞化対策「スマートグラウト™」

復興へグループをあげて取り組む  
「震災廃棄物処理」

JFE
スチール

JFE
スチール

JFE
エンジニア
リング

桟橋上部工の老朽化
更新や前面水深の増
深、耐震性能の向上
などを経済的、かつ
短納期で行なうこと
ができます。

ジャケット工法による
桟橋更新・補強

新しい街づくりを支える鋼管杭

人工地盤の上に建屋を
設置し、既存の地盤面
は漁港などのスペース
として利用します。

人工地盤による
津波対策

ネジール®を使用することで溶接より
も短時間にかつ容易に、杭を接合す
ることができ
ます。

地すべり抑止杭
制振ダンパーが地震エネル
ギーを効果的に吸収すること
で、柱や梁の損傷を抑えること
ができ、大地震に対する安全
性が飛躍的に向上します。

制振ダンパー

直管と波形管を組み合わせる
ことで、想定される断層のずれ
に対応した耐震管路が構築で
きます。

継手ポケット部に止水材を設
置することで、高い遮水性・耐
久性を実現。経済性・施工性に
も優れています。

水道用断層鋼管

Jポケットパイル®

緊急時にすばやく安全な場所
まで避難できるよう、避難路を
設置した高架橋です。

避難路付高架橋

避難路付高架橋

減波浪ジャケット

水道用断層鋼管
ゴム板付継手鋼管矢板

人工地盤

テールアルメ

落石、土石流対策製品

交通安全施設製品

山留鋼材・覆工板

地すべり抑止杭

制振ダンパー

スマートグラウト™

ラグーンマット™
飲料水兼用耐震性貯水槽

鋼材による岸壁・護岸補強

スラグコンパクションパイル

“超”急速施工 津波防止壁RI-Bridge工法®

Jポケットパイル®

災害対応用エンジン発電設備

メタルロード®

フレームキット®

高強度鋼材
軽量鋼矢板

津波バリアー

スラグ製品

防潮盛土道路

側方流動化対策

防波堤の補強

高台移転

高台移転

照明柱

金属屋根

ジャケット工法

ハイブリッドケーソン防波堤 巨大津波から守る  
「ハイブリッドケーソン防波堤」

長年培ってきた都市環境分野
での技術を活かし、あらゆる
廃棄物処理に対応が可能で
す。被災地でグループをあげ
て廃棄物処理に取り組んでい
ます。仙台市では、震災から
約 5ヵ月で仮設焼却炉を完成
させ、先陣をきって震災廃棄
物の処理を開始しました。

JFE
エンジニア
リング

JFE
エンジニア
リング

JFE
スチール

JFE
シビル

ネジール®

避難路

JFE
エンジニア
リング

JFE
エンジニア
リング

JFE
エンジニア
リング

「つばさ杭™」
鋼管杭の先端に取り付けた翼の効果で
低騒音・低振動を実現し、大きな先端支
持力・引き抜き抵抗力を持ちます。

機械式継手「ハイメカネジ」「カシーン®」
溶接よりも施工が容易で作業時間も大
幅に短縮できます。

JFE
スチール

圧送
注入管

注入孔

地下水位

基礎床コンクリート

スマートグラウトTM

空洞により地盤反
力が小さくなり杭
への負担が増大

フーチング（合成版）
外壁（合成版）

隔壁（補剛鋼板・トラス）

スタッド
鉄筋

底板
（合成版）
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TODAY 2012 の概況

「鉄」を中核とした“素材の可能性”を
社会に幅広く活かしています── 。

JFEグループは、2002年、NKKと川崎製鉄が持株会社「JFEホールディングス」を設立してスタートしました。

以来、「常に世界最高の技術をもって社会に貢献する」ことを企業理念に、

21世紀のエクセレントカンパニー集団を目指しています。

環境、エネルギー分野で最新技術を提供
コアとしている都市環境・エネルギー分野では、多

様な資源をクリーンエネルギーとして有効利用するため

の技術を提供しています。また、橋梁などの鋼構造や

産業機械の分野にも展開しています。

オンリーワン・ナンバーワン商品を
グローバルに展開
世界トップクラスの銑鋼一貫メーカーです。

東西2大製鉄所体制による高い国際競争力

を持ち、世界有数の技術と商品開発力を活

かしたオンリーワン・ナンバーワン商品およ

び各種高付加価値商品を製造・販売してい

ます。

戦略機能を発揮して企業価値を最大化
JFEホールディングスは、持株会社として、JFEグループの戦略機能を担うとともに、リスク管理業務と対外

説明責任を果たしています。また、事業会社は、事業分野ごとの特性に応じた最適な業務執行体制により、

競争力の強化と収益力の拡大を図っています。

省エネ技術を強みにグローバルなニーズに対応
5事業所、1技術研究所体制で、タンカーなどの大型

一般商船や掃海艇などの各種艦艇、砕氷艦の建造、修

繕を手がけています。

最先端のエレクトロニクスデバイスを提供
高機能なエレクトロニクス製品に欠かせない半導体のメーカーとして、

液晶パネルや光通信向け製品に高いシェアを有しています。

エンジニアリング事業

鉄鋼事業

持株会社

グループ総売上高構成比

造船事業

LSI事業

億円
（2011年度）

31,665

JFEスチール

85.7%（27,144億円）
川崎マイクロエレクトロニクス

0.7%（214億円）

ユニバーサル造船

6.8%（2,146億円）

JFEエンジニアリング
8.8%（2,787億円）

※調整額 △2.0％（△627億円 ）

※�2012年10月1日にアイ・エイチ・アイ�マリンユナイテッドと合併し、ジャパン�マリ
ンユナイテッドとなる予定です。

※�JFEホールディングスは川崎マイクロエレクトロニクスの株式をメガチップスに譲渡する予定です。
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JFEスチールは2005年、お客様と一体となって共同

研究できる試験・研究施設、「カスタマーズ・ソリュー

ション・ラボ」（千葉地区）を業界に先駆けて開設しまし

た。同ラボは、自動車分野の最先端の材料や利用・加

工技術の展示エリア、作業エリア、実験エリアなどを擁

して、お客様との共同研究を迅速に行う体制を整えてい

ます。また、「鋼構造材料ソリューションセンター」（京浜

地区）では、土木建築用鋼材の実用化試験や新構造・

工法など、お客様や大学、法人研究機関との共同研究

を進めています。

カスタマーズ・ソリューション・ラボ
（千葉地区）

鋼構造材料ソリューションセンター（京浜地区）

お客様と一体となった製品開発を推進

鉄鋼事業の概況と特徴

「オンリーワン・ナンバーワン製品」の開発に注力する
とともに、世界の高級鋼需要に対応するグローバルな
製造・販売体制を構築していきます。

JFEスチールは、世界トップクラスの生産規模と高い技術開発力を有し、増大する

高級鋼の需要に応えてきました。今後も次代を担う独自性や機能性の高い商品の

開発を積極的に推進し、国内のお客様に安定的にお届けしていくとともに、海外

メーカーとの提携などにより高級鋼の製造・販売ネットワークの構築を進め、世界

各地へ優れた製品を提供していきます。また、地球環境問題など社会のさまざまな

ニーズにお応えするべく、挑戦し続けてまいります。

東日本製鉄所の千葉地区は、戦後、わが国で初めて

建設された銑鋼一貫の臨海製鉄所です。また、京浜地

区は、川崎・横浜両市にまたがる東京湾に浮かぶ約

550万㎡に及ぶ人工島、扇島に立地しています。西日

本製鉄所の福山地区・倉敷地区は、深い港湾があるな

ど優れた立地条件にあり、敷地面積は両地区で東京

ドームの約540倍に相当します。

また、両製鉄所とも世界最大級の大型高炉を持ち、

粗鋼生産能力3,300万トンの生産体制を構築しています。

知多製造所は、中京工業地帯に立地し、油井管やライ

ンパイプをはじめ、各種鋼管の品揃えが世界一の鋼管

専門工場です。

大型高炉を中心とした2つの大規模製鉄所

代表取締役社長（CEO）

林田 英治

TODAY 2012

知多製造所

知多製造所

西日本製鉄所

東日本製鉄所

福山地区

倉敷地区

千葉地区

京浜地区
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調達

石炭 コークス炉

高炉 銑鉄 転炉

鋼片 鋼材 出荷

ビレット

熱間圧延機

厚板圧延機

継目無鋼管製造設備

線材圧延機

ブルーム

スラブ

加熱炉

いろいろな圧延設備

連続鋳造設備

焼結設備鉄鉱石
石灰石

鋼

米国
● CSI
● AK Steel

コロンビア
● HOLASA

韓国
● 東国製鋼
● 現代HYSCO
● 東部製鉄
● Union Steel
● 現代製鐡

台湾
● 統一実業

ベトナム
● J-Spiral Steel Pipe
● SUNSCO

インドネシア
● Sermani Steel

マレーシア
● PERSTIMA
● Mycron Steel

中国
● 広州JFE鋼板
● 渤海能克鑚杆
● PYP
● 福建中日達金属
● 海南海宇錫板工業

インド
● JSW Steel

パキスタン
● International Steels

タイ
● TCS
● TCR
● TTP

ドイツ
● ThyssenKrupp Steel Europe
● Georgsmarienhuette
● Rasselstein

ギリシャ
● Corinth Pipeworks

新興国をはじめとする世界的な鉄鋼需要の拡大に伴

い、高炉メーカーにとっては原料炭や鉄鉱石などの安定

調達がますます重要な課題となっています。こうしたな

か、JFEスチールは、原料炭について2009年12月に豪州

Qコール社バイヤウェン炭鉱の権益を取得しました。鉄

鉱石についても2008年にブラジル・ナミザ社の権益を取

得し、2011年6月には出資比率を引き上げました。これ

ら資源権益の取得により、自社権益比率は鉄鉱石18%、

原料炭で19%となりました。JFEスチールは、今後も競争

力のある原料の権益確保を積極的に推進し、鉄鉱石・原

料炭の自社権益比率を30%まで引き上げることを目指し

ています。また、2011年11月にパイロットプラントが稼

動した革新的高炉原料「フェロコークス」をはじめ、新技

術の開発・活用による、安価で低品位な原料の一層の使

用拡大に積極的に取り組んでいきます。

世界の鉄鋼マーケットは今後も拡大が見込まれてい

ます。これら増大する需要に対応するため、JFEスチー

ルでは輸出拡大に加え、さまざまな施策を実施してい

ます。例えば、成長市場である中国、インド、東南アジ

ア地域では、各国のアライアンス先との垂直分業体制

を構築するなど高級鋼の製造・販売ネットワークを確立

しています。また、中国では、自動車用鋼板の供給体

制を整備するため、50%出資する広州JFE鋼板に冷延

ミル、溶融亜鉛メッキラインを設置しています。さらに、

インドでは、同国最大の民間鉄鋼会社であるJSWス

チール社に資本参加し、自動車用鋼材分野で提携する

ほか、インド市場における製品全般で協力の拡大を推

進するなど、新興成長市場であるインドに本格進出して

います。加えて、ベトナムでは、高炉一貫製鉄所プロ

ジェクトの事業性検証を行なうことを決定しました。

独創的な発想と高度な技術力によって産み出された

オンリーワン・ナンバーワン製品は、自動車用鋼板や建

築用高強度鋼板から、天然ガスなどの資源用パイプま

で、その用途は多岐にわたり、売上に占める比率は全

体の3分の1に達しています。

原料の自社権益比率の向上と
新技術の開発 伸びゆく世界市場へ着実にアクセス

主要なアライアンス先とグローバル鋼材を販売

JFEスチールの生産プロセス

高度な生産技術でオンリーワン・
ナンバーワン製品を生産

HBL®385（建築用高強度鋼板）

スーパーコア（高周波用途電磁鋼帯）

JFE443CT（高耐食ステンレス鋼板）

JAZ®（自動車用高潤滑GA鋼板）
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パキスタンの冷延鋼板・
表面処理鋼板製造会社に出資
鋼板製造会社のインターナショナル・スチールズ・リミ
テッド社に出資しました。冷延鋼板の原板となる熱延鋼
板の安定供給とともに、高級冷延鋼板の製造のための技
術支援を行なっています。

建設用鋼材等についてホーチミン市工科大学と技術提携
ベトナム国家大学ホーチミン市工科大学と建設用鋼材等に関する覚書
を締結しました。同大学と連携しながら、安全・安心で健全な鋼構造物
の普及を進め、ベトナムの社会資本整備に寄与していきます。

革新的な高炉原料「フェロコークス」製造のパイロットプラントが稼動
CO2発生量を大幅に削減する高炉原料「フェロコークス」の製造プロセス技術開発の一環として、東日本製鉄所（京浜地
区）に建設したパイロットプラントが稼動しました。

西日本製鉄所（福山地区）UOE鋼管製造設備を増設
UOE鋼管（溶接管）の高級化戦略の一環として、西日本製鉄所（福山地区）に高強度厚肉鋼管製造設備を増設しました。
これにより、高級UOE鋼管の販売量を従来の約3倍に拡大することを目指しています。

宮古島で「マリンブロック」上の
サンゴの初産卵を確認
鉄鋼スラグを固化して製造する「マリンブロック」は、藻場・サ
ンゴ礁造成用ブロックで、国内外で数々の設置実績がありま
す。このたび、「マリンブロック」上でのサンゴの初産卵を確認
しました。

ブラジルの鉄鉱石生産会社の株式を追加取得
2008年に権益を取得したブラジル・ナミザ社の株式を追
加取得し、出資比率を引き上げました。鉄鋼原料の長期
安定確保のため、今後も鉱山権益の取得を通じて自社原
料比率を高めていきます。

「超低スパッタ正極性炭酸ガスアーク溶接技
術（J-STAR）」が大河内記念技術賞を受賞
当社が世界で初めて実現した「超低スパッタ正極性
炭酸ガスアーク溶接技術（J-STAR）」が、第58回
（2011年度）大河内記念技術賞を受賞しました。この
賞は、生産工学・生産技術分野の卓越した業績を顕
彰するもので、当社は3年連続の受賞となりました。

Highlights 2011

2011年4月 5月 6月 8月 9月 10月

◦�パキスタンの冷延鋼
板・表面処理鋼板製
造会社に出資
◦�「ナノ表面制御によ
る自動車用高機能鋼
板の開発育成」で文
部科学大臣表彰�科学
技術賞を受賞

◦�西日本製鉄所（福山
地区）でまつりを開催
◦�西日本製鉄所（福山
地区）第3高炉を拡大
改修し再稼動
◦�中国の広州JFE鋼板
にて冷延鋼板製造設
備が稼動
◦�グループ電炉4社の
経営統合（2012年4
月）を決定

◦�第17回J1活動JFEス
チールファミリー大
会開催
◦�ブラジルの鉄鉱石生
産会社の株式を追加
取得

◦�東日本製鉄所（千葉
地区・京浜地区）と西
日本製鉄所（倉敷地
区・福山地区）で「夏
休み工場見学会」を
開催

◦�宮古島で「マリンブ
ロック」上のサンゴの
初産卵を確認
◦�鉄鋼スラグ研究につ
いて広島大学と包括
的研究協力協定を
締結
◦�建設用鋼材等につい
てホーチミン市工科
大学と技術提携

◦�全社防災訓練を実施
◦�東日本製鉄所（千葉地
区、京浜地区）でまつ
りを開催

11月 12月 2012年1月 2月 3月

◦�第18回J1活動JFEスチール
ファミリー大会開催
◦�西日本製鉄所（倉敷地区）、
知多製造所でまつりを開催
◦�革新的な高炉原料「フェロ
コークス」製造のパイロット
プラントが稼動

◦�CO2排出削減技術「Super-
SINTER」が岩谷直治記念賞
を受賞
◦�西日本製鉄所（福山地区）
UOE鋼管製造設備を増設
◦�東日本製鉄所（千葉地区）と
西日本製鉄所（倉敷地区・
福山地区）で「冬休み工場
見学会」を開催
◦�知多製造所で「ジュニア
サッカー�クリスマスカップ」
を開催

◦�JFEスチール競走部がニュー
イヤー駅伝で力走

◦�「ナノ表面制御による自動
車用高機能鋼板（JAZ）の開
発」でものづくり日本大賞　
経済産業大臣賞を受賞
◦�インド・JSWスチール社へ
の出資比率を引き上げ、持
分法適用会社化
◦�「超低スパッタ正極性炭酸
ガ ス ア ー ク 溶 接 技 術
（J-STAR）」が大河内記念技
術賞を受賞

◦�「鋼構造物の環境負荷低減
に貢献するLP鋼板製造技
術の開発」で市村産業賞貢
献賞を受賞
◦�ベトナムでの製鉄所建設
に関する事業化調査の実
施を決定
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2012年度より、世界16ヵ国38ヵ所

の拠点を東南アジア、中国、欧州の

地域別事業部に再編しました。この

体制で、現在、各国で顕在化しつつ

ある都市環境問題に対するソリュー

ションを迅速に提供し、受注の拡大

を図ります。また、海外における調

達体制の強化を進めるとともに、ビ

ジネスの現地化を推進するためのア

ライアンスにも積極的に取り組みます。

急拡大する海外事業

エンジニアリング事業の概況と特徴

省エネ社会、資源循環型社会に必要な最先端の
エンジニアリングをグローバルに展開します。

JFEエンジニアリングは、人々の生活と産業を支える都市インフラやエネルギーに関

して、多様なニーズに応えるエンジニアリング事業を展開しています。とりわけ、天然

ガスや廃棄物エネルギーの利用において豊富な実績と最新技術を有しており、自然

エネルギーの利用拡大への研究開発にも積極的に取り組んでいます。

当社は、こうした技術をもとに諸外国のニーズに応え、事業のグローバル化を目指し

ています。また、わが国が直面するインフラ再構築には、最優先で対応していきます。

国内では、再生可能エネ

ルギー買取制度の開始や電

力不足に迅速に対応するた

め電力創生プロジェクト

チームを新設。太陽光、地

熱、風力、バイオマスなど

先進的な技術力でプロジェ

クトの発掘・推進を実現し

ます。

事業化したバラスト水処

理システム「バラストエー

ス」や地中熱空調「ジオトピ

ア」など積極的に拡販に努

めます。さらに外部の企業

や研究機関との協業を図り、

創エネ・省エネや環境関連

などの新技術の商品化を加

速します。

電力創生プロジェクトに注力 新商品の創出と販売促進

代表取締役社長（CEO）

岸本 純幸

TODAY 2012

JFEエンジニアリングの海外拠点

東南アジア事業部
・マニラ
・ブリスベン
・ジャカルタ
・シンガポール
・ムンバイ
・クアラルンプール

・ローマ
・フランクフルト

・香港
・北京
・上海

支店
現地法人

・ロサンゼルス

・ヤンゴン
・ハノイ
・ホーチミン

中国事業部

欧州事業部

北米

木質バイオマス発電設備 タワー型太陽エネルギー発電実証プ
ラント（横浜本社内）

マーケティング・営業

エネルギー本部 パイプライン本部 都市環境本部 産業機械本部 海外本部鋼構造本部

研究開発

設　計

事業運営
運　転・

メンテナンス 施工

市場・顧客ごとにソリューションを提供

エネルギー安定供給の社会を創る

●エネルギーを貯める・送る
●ガス、ディーゼル発電
●自然エネルギーを有効利用する

資源循環型社会を創る

●リサイクル
●廃棄物・バイオマス発電
●汚水を処理し水資源を創る

国土インフラを創る

●橋を創る
●港湾施設を創る
●堤防を創る

機械とシステムを創る

●産業機械を創る
●船舶用環境装置を創る
●流通システムを創る
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宮城県下で震災廃棄物処理プラント完成・稼動
仙台市で震災廃棄物焼却炉が最も早
く稼動。このほか宮城東部ブロック、石
巻ブロック、亘理名取ブロックでも当
社の焼却炉が建設・稼動中です。

東京港に世界初のコンテナ立体格納庫完成
大量かつスピーディな搬出入を可能にしたコンテナ立体
格納庫が大井埠頭に完成。斬新な発想と技術提案で港
湾施設の大幅な機能強化を図りました。

電気自動車用急速充電器
「ラピダス」米国に設置
急速充電器「ラピダス」を米国西海
岸に初設置。また、8分で80%充電
が可能な超急速充電器「スーパーラ
ピダス」も実用化しています。

省エネ型独身寮が誕生
東神奈川駅前に独身寮が
完成。先進的な省エネル
ギーなどの自社商品を積極
的に導入し、「ショールー
ム」としての機能も有してい
ます。

東北電力女川原子力発電所に大容量電源装置設置
原子力発電所のより一層の安全性を高めるため、新設が計画さ
れ、4000kWのディーゼルエンジン発電機を3基設置しました。

2011年4月 5月 6月 7月 8月 9月

◦�ハンズフリー防爆IP携帯電
話発売
◦�船舶用バラスト水処理シス
テム「バラストエース」世界
20港に薬剤供給拠点を整備
◦�横浜市と国際技術協力に関
する包括協定を締結
◦�衣浦港で国内最長のハイブ
リッドケーソン護岸完成
◦�世界初のコンテナ立体格納
庫完成

◦�JFEとんぼみちで観
察会を開催
◦�シンガポール・スカ
イパークが2団体よ
り受賞

◦�環境省よりマレーシ
ア都市ごみ発電FS
受託

◦�岩手八幡平地熱発
電事業�事業化検討
開始
◦�横浜エコクリーン
竣工
◦�リニアフレネル型太
陽熱発電設備を技
術導入
◦�夏期節電プロジェク
ト開始

◦�地中熱利用空調ユ
ニット「ジオトピア」
発売

◦�電気自動車用超急
速充電器「スーパー
ラピダス」完成
◦�仙台市蒲生地区で
震災廃棄物処理プラ
ント完成・稼動
◦�災害時に電気と水を
確保する新生活保全
システム販売着手

10月 11月 12月 2012年1月 2月 3月

◦�世界初の水平式サイ
クルツリー相模大野
駅前に完成
◦�横浜本社に「ソーラー
テクノパーク」開所。
太陽エネルギー発電
プラント実証着手
◦�東神奈川独身寮完成
◦�地中熱利用空調ユ
ニット「ジオトピア」が
セブンイレブン3店舗
で実証に着手
◦�津製作所無災害記録
400万時間達成

◦�世界初�溶融亜鉛メッ
キリサイクル技術確立
◦�群馬県太田市でメガ
ソーラー受注
◦�E V 用 急 速 充 電 器
「ラピダス」ローソン
で実証開始

◦�宮城東部ブロック、石
巻ブロック、亘理名取
ブロックで震災廃棄物
処理プラント受注
◦�EV用超急速充電器
「スーパーラピダス」
環境省FSに参画
◦�中国・青島市で都市
環境プラントが完成
◦�水道用「断層用鋼管」
実験公開
◦�信濃川橋梁連結完了

◦�福島県土湯温泉で温
泉バイナリー発電事
業化調査開始
◦�ミャンマーでシンカン
橋完成

◦�東北電力女川原子力
発電所に大容量電源
装置設置
◦�米国でEV用急速充電
器「ラピダス」受注

◦�中部電力浜岡原子力
発電所向け防波壁上
部工鋼殻�製作状況を
公開
◦�熊本で大型都市環境
プラントを受注、11年
度大型案件計4件受
注達成

Highlights 2011

岩手八幡平地熱発電事業事業化検討開始
岩手八幡平地域で地熱発電の事業化検討を開始しまし
た。2015年の送電開始を目指しています。

世界初の水平式サイクルツリー
相模大野駅前に完成
機械式立体駐輪場「サイクルツリー」が相模大野駅
前に稼動しました。世界初の水平式サイクルツリー
で2,385台の自転車が収容可能です。

中国・青島市で都市環境プラントが完成
急速に都市化が進む中国・青島市で廃棄物焼却炉
が完成し試運転に着手しました。上海市金山区で
もごみ焼却プラントを建設中です。

ミャンマーでシンカン橋完成
ミャンマー国土を流れるエーヤワディ河に架かる
シンカン橋への技術支援と資機材供給を実施。
2012年1月に完成しました。

横浜本社に「ソーラーテクノパーク」開所
太陽エネルギー発電プラント実証着手
タワー集光型とリニアフレネル型の発電プラントが横浜本社
のソーラーテクノパークに完成し、実証に着手しました。連日、
国内外から多くの関係者が視察に訪れています。

地中熱利用空調ユニット「ジオトピア」発売
地中熱利用空調ユニット「ジオトピア」を発売以降、多く
の注文や引き合いをいただいています。また、セブン-イ
レブン3店舗での実証にも着手しました。
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当社はこれまで、LEADGE-Bow※、省エネデバイス

（SSD、Surfbulb）、海のカーナビと呼ばれる“Sea-Navi®”、

低風圧居住区形状、ハイブリッド発電システムなど、

数々の低燃費技術を開発してきました。2011年には、

温室効果ガスの排出を25%削減した“Gシリーズ”の営

業活動を開始し、多くの船を受注しています。また、日

本郵船および三菱重工業と共同開発したハイブリッド発

電システムは、2012年日本船舶海洋工業会賞を受賞す

るなど、当社の高い技術力が評価されています。

超省エネ船の開発

造船事業の概況と特徴

世界中のお客様の多種多様なご要望に応えてエコ
シップを建造し、世界経済の発展と地球環境の保全
に貢献します。

ユニバーサル造船は、この秋にアイ・エイチ・アイ マリンユナイテッドと経営統合

します。この統合を通じて、新会社は商品ラインアップの拡充を図ると共に、省エ

ネ・環境対応技術を結集し新商品開発のスピードをよりアップしてまいります。

当社は更なる発展をとげ、世界のお客様に愛され地球環境に配慮した船舶の建

造を通じて、世界経済の発展に貢献します。

2011年11月に引渡したVLCC “MAERSK HAYAMA”

コンピューターを使った
シミュレーション

ドックでの進水 引渡し出航時の様子

従来、造船は、お客様のご要望に一隻ごとに応える

オーダーメード型の一品生産が中心でした。こうしたな

か、当社はこれまでの実績を基盤に、船の用途や航路な

どのマーケティング活動に力を注ぎ、多くのお客様に満

足いただける仕様を開発。マラッカマックス型VLCC※、

20万トン型バルクキャリア（瀬戸内マックス）、30万トン

型鉱石専用船（ユニマックス・オア）などの新船型を多数

建造してきました。これからも変化する市場ニーズを先

取りしながら、常に最新鋭の船づくりに努めていきます。

※ マラッカマックス型VLCC：マレー半島とスマトラ島を隔てるマラッカ海峡を通過で
きるタンカーで、最も積高が大きい

※ LEADGE-Bow（レッジバウ）：船首形状を鋭角に尖らせて、波を左右に切り分け
ることで、波による抵抗を軽減し、2～6%の燃費削減効果をもたらす

お客様のニーズを
先取りした船づくり

代表取締役社長（CEO）

三島 愼次郎

TODAY 2012

ブロック製作風景 建造中の船 海上試運転

マーケ
ティング 研究開発 設計 ブロック

製作
進水・
艤装 試運転 命名・

引渡し
アフター
サービス

船の建造プロセス

低風圧居住区

プロペラ効率改善

自然エネルギーの利用

新型船型
主機関燃費改善

排熱の回収

メイン
エンジン

省エネデバイス（付加物）
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Highlights 2011
津にて塗装第3特装工場竣工
PSPC規則に適用する船舶建造に対
応するための設備を備えた塗装工
場を新設しました。環境対策として
の設備投資のひとつです。

東日本大震災被災船復旧工事
5月～ 7月、因 島 にて震 災・津 波で 被 災した
"CORAL RING"の外板損傷箇所復旧工事を施
工。震災復興に尽力しました。

有明事業所にて297,000トン級鉄鉱石専用船引渡し
世界的に拡大路線にある鉄鉱石輸送の需要に応える“ORE SAO LUIS”を引渡
しました。ブラジル鉄鉱石輸送に従事する本船には、Surf-Bulb・SSD等当社独
自の省エネデバイスが装備されています。

FRP製掃海艇1番船
「えのしま」引渡し
木製からFRP製へ。国内唯一の掃海
艇建造メーカーとして今後も艦艇
建造に注力をし続けます。

2011年4月 5月 6月 7月 8月 9月

◦ 本社に技術総括部を
新設

◦ くも づ ホ テ ル&コ ン
ファレンスを津マリン
製作所運営に

◦ 有明事業所でゴライ
アスクレーン設備投
資調印

◦ 因島事業所で東日本
大震災被災船“CORAL 
RING” 復旧工事開始

◦ 津事業所で世界初の
ハイブリッド過給機
発電システム搭載船
"SHIN KOHO"竣工

◦ 省エネ会議開催 ◦ 津事業所でPSPC規則
適用船対応の塗装第
3特装工場竣工

◦ 松 本 技 術 研 究 所 所
長：海事関係功労者
表彰（国土交通大臣
表彰）

◦ 国交省“新造船政策
検討会”参画

◦ 構造設計機能本社に
集約

◦ 次 世 代 大 型 バ ル ク
キャリア“Gシリーズ”
を開発 -GHG25%削
減を達成-

◦ 舞鶴事業所でPSV1番
船竣工

◦ 有明事業所で850T自
走台車完工（大型ブ
ロックが搬送可能に）

◦ ありあけ（有明）ファミ
リーフェスタ開催

◦ 本社で防災・地震津
波避難訓練実施

10月 11月 12月 2012年1月 2月 3月

◦ 韓国済州島で造船
首 脳 会 議（JECKU）
開催 

◦ 有明事業所の古賀茂好氏　黄綬褒
章受章

◦ 京浜事業所が横須賀地方総監から
感謝状（11/12自衛隊記念日）

◦ 舞鶴事業所で大型プラットフォー
ム・サプライ・ベッセル（PSV）4隻を
受注

◦ 京浜事業所でFRP製掃海艇2番船
「ちちじま」命名・進水式

◦ 箱根芦ノ湖海賊船
受注（帆船型旅客
船）

◦ JBICから船舶融資
案件2隻契約

◦ 次世代バルクキャ
リア “ G シリー ズ ”

（GHG 25%削減） 
複数船型を開発

◦ IHIMUとの経営統
合に関する基本合
意書締結、合同記
者会見を開催

◦ 松本技術研究所所
長：ものづくり日本
大賞（総理大臣表
彰）

◦ 京浜事業所でFRP
製掃海艇1番船「え
のしま」引渡し

◦ 有明事業所で大型
鉄鉱石専用運搬船
“ORE SAO LUIS” 引
渡し

古賀茂好氏 黄綬褒章受章
管溶接作業者の古賀氏が社会貢献や業績精
励において、永年の功績が認められた人に贈
られる秋の褒章に選出されました。

IHIMUとの合同記者会見
アイ・エイチ・アイ マリンユナイテッ
ド（IHIMU）と経営統合に関する基本
合意書を締結しました。総合力業界
トップの地位確立と更なる成長戦略
の実現を目指します。

オフショア支援船連続建造
京浜事業所におけるAHTSV（アンカー・ハンドリング・タ
グ・サプライ・ベッセル）の連続建造に続き、2011年8月に
は舞鶴事業所において国内で初めてPSV（プラット
フォーム・サプライ・ベッセル）を引渡しました。世界的な
海洋開発ブームで需要が高まっているこの船種は、海洋
油田開発に使われる掘削リグや生産プラットフォーム

（海洋構造物）の支援に特化した特殊船です。
※写真はAHTSV「POSH CHAMPION」
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各種認証やマネジメントシステムを整備するととも

に、お客様と一体となった商品開発施設を開設する

など、お客様ニーズに基づく高品質の商品・サービス

の提供を通じて、お客様の競争力向上に貢献します。

鉄鋼事業では、製銑・製鋼工程で発生する副生ガス

の回収、排熱・排圧エネルギーの回収によって、事業

プロセスにおける環境負荷を低減しています。その結

果、1973年度から2011年度までにエネルギー原単位

を35%削減し、鉄鋼生産において世界最高水準のエ

ネルギー使用効率を達成しています。

研修風景

株主工場見学会

高強度厚板を使用した
超大型オア・キャリア

（鉱石専用船）

人材育成

エコプロダクツ2011

ものづくり教室

適時・適切な会社情報の提供を重視して、即時性の

高いWebサイトを活用しているほか、決算発表の早

期化に努めています。また、工場見学会やIR説明会な

ど、事業活動への理解を深めていただいています。

「エコプロダクツ2011」をはじめとする環境をテー

マとした展示会に参加し、幅広いステークホルダー

への情報提供に努めています。また、事業所ごとに

地域に密着した環境保全活動に積極的に取り組んで

います。

多様な従業員が活力を持って働ける職場環境を目

指して、雇用の促進や健全な労使関係の継続、女性

社員の活用、安全で働きやすい職場環境の整備、障

がい者雇用、人権を尊重した行動の促進などに取り

組んでいます。

お客様と連携しながら、低炭素社会と経済発展の

両立に不可欠な高機能鋼材の開発・供給を通して、

鉄を製造するプロセスのみならず、最終製品として

消費者の皆様に使用される段階においてもCO2 の削

減に貢献してい

ます。

事業拠点を展開する地域社会の発展に貢献するた

めに、大学研究・教育分野の催し、文化活動や福祉活

動、災害復旧活動への支援など、さまざまな社会貢

献活動を継続的に実施しています。

持続可能な社会の発展のために

お客様・お取引先様とともに

製品・サービスを通じて

社会の皆様とともに

事業プロセスを通じて

地域社会の皆様とともに
従業員とともに

株主・投資家の皆様とともに

JFEグループは、環境理念のもと、地球環境の保全に一層努め、環境と調和した企業として発展をめざすとともに、
社会の要請に誠実に応え、幅広いステークホルダー、社会から信頼される企業を目指しています。

京浜地区に導入された「Super-SINTERTM」

CSR活動│社会・環境側面

ステーク
ホルダー 地球環境

お客様・
お取引先

株主・
投資家

従業員

地域社会

地球環境の
保全のために

環境理念

環境方針

社会の発展に
貢献するために

企業理念

企業行動指針

JFEグループCSR報告書では、社会・環境側面について、
より詳細な情報を掲載しています。

	 http://www.jfe-holdings.co.jp/environment/

CSR報告書（2012年9月発行予定）

Stakeholders Global Environment
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代表取締役社長……………… 馬田 　一
代表取締役…………………… 林田 英治
代表取締役…………………… 岡田 伸一
取締役………………………… 岸本 純幸
取締役………………………… 芦田 昭充
取締役………………………… 前田 正史

社長……… 馬田　 一 CEO
副社長…… 岡田 伸一 総務部、経理部の統括
  企画部、財務・IR部の担当
常務……… 山村　 康 経理部の担当
常務……… 寺畑 雅史 総務部の担当

取
締
役

執
行
役
員

監
査
役

※芦田昭充および前田正史の両氏は社外取締役。 ※伊丹敬之および杉山清次の両氏は社外監査役。

企業情報取締役、監査役および執行役員

岡田

名称（商号）
 ［英文名称： ］

本社所在地 〒100-0011 東京都千代田区内幸町二丁目2番3号
電話 03-3597-4321（代表）

設立年月日 2002年9月27日
資本金 1,471億円

URL http://www.jfe-holdings.co.jp/

会社概要

事業会社・主要グループ会社

（2012年4月1日現在）

（2012年4月1日現在）

鉄鋼事業　売上高 27,144億円　従業員数 42,571名
本社（東京都千代田区）

グループ会社

造船事業　売上高 2,146億円　従業員数 3,647名
本社（川崎市）

● JFEケミカル（株）
● JFE建材（株）
● JFE鋼板（株）
● JFEコンテイナー（株）
● JFEミネラル（株）
● JFE鋼管（株）
● 水島合金鉄（株）
● JFE継手（株）
● JFE鋼材（株）
● JFEマテリアル（株）
● JFE精密（株）
● リバースチール（株）
● JFE電磁鋼板（株）
● フィリピン・シンター・
 　コーポレーション

● タイ･コーテッド・
　 スチール・シート・
　 カンパニー・リミテッド
● 品川リフラクト
　 リーズ（株）*
● 日本鋳造（株）*
● 日本鋳鉄管（株）*
● 東国製鋼（株）*
● 広州JFE鋼板有限公司*
● タイ･コールド・
　 ロールド・スチール・
　 シート・パブリック・
　 カンパニー・リミテッド*
● JSWスチール・リミテッド*
● カリフォルニア・スチール・
　 インダストリーズ・インク*

● JFE条鋼（株） 

■電炉・条鋼

■鋼材加工品、原材料などの製造・販売

● JFE物流（株）
● JFEシビル（株）
● JFEメカニカル（株）

● JFE電制（株）
● 瀬戸内共同火力（株）*
● （株）JFEサンソセンター*

■運輸・倉庫、製鉄所内の保全・工事、ユーティリティ供給など

● JFEライフ（株）
● JFEシステムズ（株）
● JFEテクノリサーチ（株）
● JFEスチール・
　 オーストラリア・リソーシズ・
　 プロプライタリー・リミテッド

● 日伯鉄鉱石（株）*
● 日伯ニオブ（株）*
● JFE商事（株）*
● ジェコス（株）*
● （株）エクサ*

■商社、その他鉄鋼関連

本社（東京都千代田区）／横浜本社（横浜市）

エンジニアリング事業　
売上高 2,787億円　従業員数 7,443名

● ユニバーサル特機（株）
● （株）ユニバーサル・マリン・システムズ
● （株）有明エンジニアリング
● （株）津マリン製作所

本社（千葉市）
LSI事業　売上高 214億円　従業員数 424名

● カワサキ・マイクロエレクトロニクス・アメリカ・インク

グループ会社

グループ会社

グループ会社
● JFE環境（株）
● JFE環境サービス（株）
● JFEテクノス（株）
● あすか創建（株）
● ジャパントンネル
　 システムズ（株）*

● （株）タケエイ*
● スチールプランテック（株）*
● エヌケーケー
　 シームレス鋼管（株）*

マネジメント体制 データ編

監査役（常勤）………………… 山﨑 敏邦
監査役（常勤）………………… 笹本 前雄
監査役………………………… 伊丹 敬之
監査役………………………… 杉山 清次

■JFEホールディングス取締役

＊持分法適用会社

※売上高：2011年度実績
※従業員数：2012年3月31日現在
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経常利益

主要経営指標 JFEホールディングスおよび連結子会社
財務情報 株主・投資家の皆様へ http://www.jfe-holdings.co.jp/investor/index.htmlURL

2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度

経営成績（会計年度）

　売上高 3,539,802 3,908,282 2,844,356 3,195,560 3,166,511

　営業利益 510,518 407,806 88,775 182,810 44,779

　金利前経常利益※1 520,996 423,068 88,752 182,268 68,075

　経常利益 502,974 400,562 69,289 165,805 52,977

　当期純利益 261,845 194,229 45,659 58,608 △36,633

キャッシュ・フロー（会計年度）

　営業活動によるキャッシュ・フロー 438,257 243,712 389,548 302,603 110,087

　投資活動によるキャッシュ・フロー △297,209 △350,136 △236,725 △302,282 △205,494

　フリー・キャッシュ・フロー※2 141,048 △106,424 152,822 320 △95,406

　財務活動によるキャッシュ・フロー △125,473 260,065 △321,617 23,073 96,078

財政状態（会計年度末）

　総資産 4,170,080 4,328,901 3,918,317 3,976,644 4,007,263

　有形固定資産 1,843,483 1,843,232 1,800,170 1,712,318 1,644,884

　純資産 1,541,680 1,378,041 1,465,898 1,478,310 1,456,340

　借入金・社債等残高 1,281,936 1,768,747 1,468,472 1,496,413 1,593,633

設備投資状況その他

　設備投資額 223,644 289,582 225,268 180,492 197,449

　減価償却費 220,459 247,774 248,374 246,666 238,316

　研究開発費 39,483 41,938 36,082 33,523 34,243

　粗鋼生産量（千トン） 34,273 29,280 28,352 31,472 29,235

　従業員数（人） 56,688 56,547 53,892 54,400 54,133

財務指標

　売上高経常利益率（ROS）※3 14.2% 10.2% 2.4% 5.2% 1.7%

　総資産金利前経常利益率（ROA）※4 13.0% 10.0% 2.2% 4.6% 1.7%

　自己資本利益率（ROE）※5 17.5% 13.7% 3.3% 4.1% △2.6%

　自己資本比率 35.9% 30.9% 36.3% 36.2% 35.3%

　D/E レシオ※6 85.7% 132.4% 103.2% 104.1% 112.7%

　D/E レシオ※7 61.4% 98.9% 75.5% 76.5% 83.5%

1株当たり情報

　当期純利益 450.58 355.64 86.35 110.73 △68.71

　純資産 2,619.11 2,526.26 2,689.88 2,708.51 2,627.63

　配当金 120 90 20 35 20

※1 金利前経常利益＝経常利益＋支払利息
※2 フリー・キャッシュ・フロー＝営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動による

キャッシュ・フロー
※3 売上高経常利益率（ROS）＝経常利益/売上高×100
※4 総資産金利前経常利益率（ROA）＝（経常利益＋支払利息）/期中平均総資産×100

※5 自己資本利益率（ROE）＝当期純利益/期中平均自己資本×100
※6 D/E レシオ＝借入金・社債残高/自己資本×100
※7 格付評価上資本性をあわせ持つハイブリッド債（平成20年3月発行 取得条項付

無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）発行価額3,000億円）につい
て、格付機関による評価により、75%を資本と見なした場合のD/Eレシオ

（円）

（百万円）

データ編
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〒100-0011 東京都千代田区内幸町二丁目2番3号

http://www.jfe-holdings.co.jp/

2012
TODAY

JFEグループは、
常に世界最高の技術をもって
社会に貢献します。

挑戦。 柔軟。 誠実。

企 業 理 念

行 動 規 範

のご案内




